
- 第11回白馬スノーハープクロスカントリー大会 -

11部　4km中学生男子
順位 記録 No. 氏名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所属

 2008/7/20

スタート ： 10:00:00

コース ：1988長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ 　

会場 ：白馬スノーハープ 　

14分19秒1 中山　智裕4061 ﾅｶﾔﾏﾄﾓﾋﾛ 腰越JSC

14分29秒2 三浦　拓也4064 ﾐｳﾗﾀｸﾔ TEAM　HAYAHOSHI

14分42秒3 千國　真生4008 ﾁｸﾆﾏｻｷ アベベ駅伝ｸﾗﾌﾞ

15分11秒4 湯本　啓太4058 ﾕﾓﾄｹｲﾀ 山ノ内中学校

15分11秒5 横川　雅矢4031 ﾖｺｶﾜﾏｻﾔ 小谷中学校

15分14秒6 入村　恵貴4004 ｲﾘﾑﾗﾖｼﾀｶ 草津中学校

15分14秒7 水野　一輝4088 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 片山学園中学

15分25秒8 馬場　雄樹4055 ﾊﾞﾊﾞﾕｳｷ 山ノ内中学校

15分27秒9 新　遼吾4080 ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 松川中学校

15分30秒10 竹節　優希4054 ﾀｹﾌｼﾕｳｷ 山ノ内中学校

15分39秒11 島崎　敦也4092 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 木島平中学校

15分41秒12 山本　照彦4053 ﾔﾏﾓﾄﾃﾙﾋｺ 山ノ内中学校

15分42秒13 篠﨑　健太4012 ｼﾉｻﾞｷｹﾝﾀ 白馬中ｸﾛｽ部

15分44秒14 篠崎　一仁4019 ｼﾉｻﾞｷｶｽﾞﾋﾄ 白馬中ｸﾛｽ部

15分47秒15 栗山　大貴4011 ｸﾘﾔﾏﾀﾞｲｷ 白馬中ｸﾛｽ部

15分49秒16 湊　廣輝4036 ﾐﾅﾄﾋﾛｷ 菅平中学校XC

15分50秒17 山本　裕4073 ﾔﾏﾓﾄﾋﾛｼ 木島平中学校スキー部

15分58秒18 池田　圭介4056 ｲｹﾀﾞｹｲｽｹ 山ノ内中学校

15分58秒19 久保田　朗広4057 ｸﾎﾞﾀｱｷﾋﾛ 山ノ内中学校

16分06秒20 笹沢　大地4062 ｻｻｻﾞﾜﾀﾞｲﾁ 腰越JSC

16分10秒21 吉波　直哉4069 ﾖｼﾅﾐﾅｵﾔ TEAM　HAYAHOSHI

16分14秒22 鳥羽　大樹4071 ﾄﾊﾞ 明科かけっこクラブ

16分19秒23 奥村　重信4063 ｵｸﾑﾗｼｹﾞﾉﾌﾞ TEAM　HAYAHOSHI

16分20秒24 勝山　竜成4072 ｶﾂﾔﾏﾘｭｳｾｲ 木島平中学校スキー部

16分25秒25 齋藤　有馬4002 ｻｲﾄｳｱﾘﾏ 草津中学校

16分26秒26 高橋　拓大4020 ﾀｶﾊｼﾀｸﾀﾞｲ 白馬中ｸﾛｽ部

16分35秒27 井上　岳4085 ｲﾉｳｴ ｶﾞｸ 信濃中学校

16分40秒28 横山　諒4018 ﾖｺﾔﾏﾘｮｳ 白馬中ｸﾛｽ部

16分40秒29 山本　啓悟4003 ﾔﾏﾓﾄｹｲｺﾞ 木島平中学ｽｷｰ部

16分40秒30 田中　智瑛4026 ﾀﾅｶﾄﾓｱｷ 白馬中ｸﾛｽ部

16分41秒31 篠崎　達貴4013 ｼﾉｻﾞｷﾀﾂｷ 白馬中ｸﾛｽ部

16分41秒32 赤松　燎4083 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 信濃中学校

16分41秒33 田中　仁悟4052 ﾀﾅｶｼﾞﾝｺﾞ 永明中学校

16分42秒34 神宮司　悠人4025 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞﾕｳﾄ 白馬中ｸﾛｽ部

16分45秒35 沓掛　有佑4081 ｸﾂｶｹ ﾕｳｽｹ 信濃中学校

16分47秒36 猪股　寛之4009 ｲﾉﾏﾀﾋﾛﾕｷ 白馬中ｸﾛｽ部

16分47秒37 鈴木　和幸4068 ｽｽﾞｷｶｽﾞﾕｷ TEAM　HAYAHOSHI

16分48秒38 早川　敬4016 ﾊﾔｶﾜｹｲ 白馬中ｸﾛｽ部

16分48秒39 渡辺　瑛仁4059 ﾜﾀﾅﾍﾞｱｷﾋﾄ 山ノ内中学校

16分55秒40 長澤　晨哉4010 ﾅｶﾞｻﾜｼﾝﾔ 白馬中ｸﾛｽ部

16分58秒41 沖村　和也4066 ｵｷﾑﾗｶｽﾞﾔ TEAM　HAYAHOSHI

17分05秒42 森　俊也4078 ﾓﾘﾄｼﾔ 木島平中学校スキー部

17分05秒43 浦野　蒼葉4089 ｳﾗﾉ ｱｵﾊﾞ チーム緑泉

17分08秒44 長澤　悟4021 ﾅｶﾞｻﾜｻﾄﾙ 白馬中ｸﾛｽ部

17分15秒45 塩嶋　耕平4017 ｼｵｼﾞﾏｺｳﾍｲ 白馬中ｸﾛｽ部

17分15秒46 渡辺　健人4090 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 小谷ジュニア

17分16秒47 田中　太悠4015 ﾀﾅｶﾀｲﾕｳ 白馬中ｸﾛｽ部

17分18秒48 田島　直也4030 ﾀｼﾞﾏﾅｵﾔ 小谷中学校

17分19秒49 丸山　幸介4033 ﾏﾙﾔﾏｺｳｽｹ 菅平中学校XC

17分19秒50 村本　昌樹4050 ﾑﾗﾓﾄﾏｻｷ 菅平中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部
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17分21秒51 宮﨑　有希4005 ﾐﾔｻﾞｷﾕｳｷ 草津中学校

17分29秒52 真篠　健也4074 ﾏｼﾉｹﾝﾔ 木島平中学校スキー部

17分32秒53 中村　寿真4084 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 信濃中学校

17分36秒54 村田　靖典4060 ﾑﾗﾀﾔｽﾉﾘ 腰越JSC

17分45秒55 津村　悠4046 ﾂﾑﾗﾕｳ 菅平中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

17分50秒56 松村　省吾4082 ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 信濃中学校

17分53秒57 村井　岳大4027 ﾑﾗｲﾀｶﾋﾛ 白馬中ｸﾛｽ部

17分56秒58 山口　達也4035 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾂﾔ 菅平中学校XC

18分00秒59 上原　僚介4038 ｳｴﾊﾗﾘｮｳｽｹ 菅平中学校XC

18分02秒60 鹿住　颯良4087 ｶｽﾞﾐ ｿﾗ 信濃中学校

18分04秒61 中村　将大4022 ﾅｶﾑﾗﾏｻﾋﾛ 白馬中ｸﾛｽ部

18分11秒62 山崎　良次4091 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 木島平中学校

18分14秒63 松沢　恵太4045 ﾏﾂｻﾞﾜｹｲﾀ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

18分26秒64 郡司　耕平4093 ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 岡谷西部中

18分29秒65 立花　力也4034 ﾀﾁﾊﾞﾅﾘｷﾔ 菅平中学校XC

18分29秒66 伊藤　一成4047 ｲﾄｳｶｽﾞｼｹﾞ 菅平中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

18分34秒67 田中　愼太郎4094 ﾀﾅｶｼﾝﾀﾛｳ 白馬中学校

18分42秒68 小林　篤記4023 ｺﾊﾞﾔｼｱﾂｷ 白馬中ｸﾛｽ部

18分56秒69 宮崎　優也4049 ﾐﾔｻﾞｷﾕｳﾔ 菅平中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

18分58秒70 太田　裕也4029 ｵｵﾀﾕｳﾔ 小谷中学校

19分05秒71 今井　大輝4028 ｲﾏｲﾀﾞｲｷ 白馬中ｸﾛｽ部

19分14秒72 清水　翔太4014 ｼﾐｽﾞｼｮｳﾀ 白馬中ｸﾛｽ部

19分21秒73 宮崎　嵩之4037 ﾐﾔｻﾞｷﾀｶﾕｷ 菅平中学校XC

19分23秒74 町田　庄平4006 ﾏﾁﾀﾞｼｮｳﾍｲ 草津中学校

19分30秒75 降旗　一樹4040 ﾌﾙﾊﾀｶｽﾞｷ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

19分36秒76 佐藤　命4024 ｻﾄｳﾐｺﾄ 白馬中ｸﾛｽ部

19分40秒77 田辺　幸汰4048 ﾀﾅﾍﾞｺｳﾀ 菅平中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

20分02秒78 丸山　琢人4042 ﾏﾙﾔﾏﾀｸﾄ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

20分04秒79 野口　岳寿4044 ﾉｸﾞﾁﾀｹﾋｻ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

21分33秒80 宮原　伸矢4051 ﾐﾔﾊﾗｼﾝﾔ 菅平中学校ｱﾙﾍﾟﾝ部

23分57秒81 山口　裕也4039 ﾔﾏｸﾞﾁﾕｳﾔ 菅平中学校XC

24分36秒82 石川　雄大4079 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 西宮中

25分13秒83 藤田　豊4007 ﾌｼﾞﾀﾕﾀｶ

26分37秒84 沖中　鯨ニ4043 ｵｷﾅｶﾄｷｼﾞ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ

27分16秒85 後藤　研太郎4041 ｺﾞﾄｳｹﾝﾀﾛｳ 白馬村ｽｷｰｸﾗﾌﾞ
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